
 

                 第１８回 

 

    

    

   期   日  ９月 ２９日（土） 予備日 ３０日（日）・10/6(土)7日（日） 

                【３年生以下の部】  【２年生以下の部】  【１年生の部】    

       会   場   ３年生以下 市川市立柏井小学校  市川市立冨貴島小学校 

市川市立中山小学校  フッチグランド 

市川市立宮久保小学校 

                  ２年生以下 市川市立若宮小学校  市川市立大柏小学校 

                            市川市立真間小学校  市川市立八幡小学校 

 

                        １年生 中国分スポーツ広場  

 

《主  催》   市川市サッカー協会 

       《協  力》   日刊スポーツ新聞社 朝日新聞社 千葉西部朝日会 

       《後  援》   市川市  市川市教育委員会 

                   



大  会  役  員 

 

 会  長      鈴 木  衛 

   

  副会長       藤 村 忠 夫   

 

  運営委員長    栗 沢 淳 一     佐 藤 菊 弥 

    

  競技委員長    石 原 孝 幸 

 

  競技委員   磯山 智之  逸見 敏治   嶋 義二  白井 隆司  國松 誠  伊藤 幸仁  

           早川 慎一  岡本 幸浩 荒田 正勝 村上 勝正 徳田 伸之 藤瀬 敏幸    

甲木 豊秀 芳賀 好一  小林 栄治  遠田 静雄  石島 康利 石島 学  

鈴木 孝一 小西 千隆 木佐貫 輝明 小井手 公人 石川 安久 加藤 哲夫 

井田 善規  五十嵐 一樹 赤尾 鉄也  久田 敏明 伊藤 博 遠山 茂樹  

眞砂 博之  斉藤 隆志  田辺 清 石倉 栄司 安富 幸子   

 

 

  審判委員長   東  哲 也 

 

  事 務 局    後 藤 雅 敏 

 

  連 絡 先    市川市サッカー協会北部支部事務局 

             後藤  047-397-8115（福栄小）  047-339-2347（自宅・FAX兼用） 

                  090-6796-3878（携帯） 

   会場責任者   

３年    柏井小   磯山 智之  フッチ 遠田 静雄  宮久保小 伊藤 幸仁 

冨貴島小 小宮 伸介     中山小  早川 慎一   

２年    真間小 藤本 雅之   大柏小 岡本 幸浩   

若宮小 白井 隆司   八幡小 嶋 義二    

  １年    スポーツ広場（八幡） 嶋 義二 

 

   《開会式》  ３年生のみ ２９日（土） 柏井小 宮久保小 フッチ 冨貴島小 中山小 

                （５会場で） 

１． 開会のことば        ４．注意事項 

２． 役員あいさつ        ５．閉会のことば 

３． 選手宣誓    

 



 実 施 要 項 

 「大会趣旨」 

 地域に密着した奉仕活動を推進する中で、青少年の健全育成を目的としてこの大会を実施する。 

・ 大会を通じてサッカーの楽しさを味わう。 （子どものめあて） 

・ 大会を通じて指導技術の向上をはかる。 （指導者のめあて） 

・ 大会を通じて紳士的な応援を心がける。 （父母のめあて） 

 

１．大会名    第１８回  ジュニアカップサッカー大会 

 

２．主 催     市川市サッカー協会４種委員会    

 

３．協 力     日刊スポーツ新聞  朝日新聞社  千葉西部朝日会 

 

４．後 援     市川市  市川市教育委員会    

５．期 日     ９月 ２９日（土）  

 【３年生以下の部】 （柏井小、宮久保小、冨貴島小、フッチグランド、中山小） 

 ８：１５ 集合   開会式  ８：３０   試合開始 ９：００ 

      ※中山小  宮久保小  １３：００ 集合  １３：２０ 開会式  １３：３０ 試合開始 

 【２年生以下の部】 （若宮小、真間小、大柏小、八幡小）  

集合  ８：３０   試合開始  ９：００    

 ※八幡小・真間小会場 午前と午後   午後： １３：００ 集合  １３：３０ 試合開始 

 ※大柏小  １３：００ 集合   １３：３０ 試合開始  

 【１年生の部】 （中国分スポーツ広場） ※午前と午後 

 スポーツ広場  午前  集合  ９：００   試合開始  ９：３０ 

               午後  集合  １３：１５  試合開始 １３：４５ 

６．会 場   【３年生以下の部】  柏井小学校（２面）  中山小学校（１面） 宮久保小学校（２面） 

                       冨貴島小学校（1面）  フッチグランド（1 面）  

         【２年生以下の部】  真間小学校（１面）   若宮小学校（２面） 

                       大柏小学校（１面）   八幡小学校（１面）           

   【１年生の部】  中国分スポーツ広場（２面）  

７．参加資格  ○ ３年生以下の児童であり、市川市サッカー協会に個人登録済みのこと。 

          ○ スポーツ傷害保険に加入していること。 

          ○ 保護者の承諾済みであること。 

８．参加クラブ   柏井 SC  冨貴島 FC  FC八幡  若宮 FC  北方イレブン ｱﾚｸﾞﾘｼﾓｶｲ FC 

   （３４クラブ）  中山 FC 大柏SC 市川 KIFC  市川真間 SC  国府台 FC  国分 SC  

フッチ SC 菅野ＦC 曽谷 SC  中国分 LWFC  百合台 SC  フォルマーレ SC 

市川MFC  市川中央 LK  市川 BayFC  信篤 FC  稲荷木少年 SC   

FC 鬼高  FC 平田 大和田ＳＣ 北浜 SSS  行徳 SC  塩浜 SC  南市川

JFC  新浜 FC  福栄 FC   富美浜 SC  南行徳ＦC   妙典ｷｯｶｰｽﾞ 



９．競技規則 

    ○１チームの構成は８名（GK を含む）  交代は自由とする。※不足の場合は、本部に相談 

    ○コートの大きさは、縦約５０M、横約３０M。 ゴールエリアとペナルティーエリアを兼ねて 

     半径６Mの半円。PKマークは、ゴールラインから６M。センターサークルは、半径４M.。 

    ○試合球は、４号ボールを使用。 

    ○試合時間     １５分（ハーフタイムなし） 

    ○リーグ戦の勝ち点は、勝ちー３点  引き分けー１点   負けー０点 

        順位決定は、勝ち点―得失点差―得点差―対戦結果―PK戦の順に決定。 

        順位決定のPK戦 ・・・ ボールをセンターマークにセットして GKなしで狙う。（５人） 

○ベンチに入れるのは、指導者３名と選手のみ。なお、試合中の指示は、ベンチ内の指導者

１名のみが行うことができる。その態度は、常に紳士的であること。   

ベンチ外からの指示は厳禁。 

    以下、日本サッカー協会競技規則によるが、１年生のみ、オフサイドのルールを適用しない。 

 

９．競技方法 

    ◇３年生以下の部 

       ・計５０チームを７ブロックに分け、ブロックごとに対抗戦形式でそれぞれ試合行う。 

        その後決定戦を行う。 

    ◇２年生以下の部 

       ・計４２チームを６ブロックに分け、ブロックごとに対抗戦形式でそれぞれ試合行う。 

        その後決定戦を行う。 

    ◇１年生の部 

       ・計２４チームを４ブロックに分け、ブロックごとに対抗戦形式でそれぞれ試合行う。 

        その後決定戦を行う。 

    ○ユニフォームは２着用意する。（ビブス可） 

    ○審判は、参加チームの指導者が交互に行う。必ず審判服を着用すること。（２人制） 

    ○優勝のチームは、本部にてトロフィー・賞状を授与します。 

    ○けがについては、応急処置は行うが、その後は保護者の責任において処置すること。 

 

１０．表 彰    ○優勝チーム（敢闘賞）   トロフィー、賞状 

           ○全チーム  参加賞 

 

１１．その他  ○会場には、絶対に迷惑をかけないようにし、ごみは始末をして必ず持ち帰ること。 

           喫煙は、指定された場所で行うこと。 

          ○車については、駐車証を発行しますので、その台数を厳守すること。 

            路上駐車等は、厳禁とする。 会場の指示に従うこと。 

          ○試合開催の決定は、６：３０に行う。 

連絡方法  後藤 → 会場責任者 ← 出場チーム 

   


